
For All Levels

Eligibility 対象

International Students and Foreign Researchers at UTokyo

東京大学の留学生、及び、外国人研究者

*Spouses of International Students and Foreign Researchers at UTokyo can apply for Individual Tutoring 
Sessions only if they are taking the General  Course this semester.

留学生及び研究者の配偶者は、今学期の一般コース受講者のみ受講できます。

How to Apply 申込方法

Only those who have registered for the Center’s Online Application System (STAR) can apply. 
Apply through Center’s website at least 2 days before the session (excluding weekends and 
holidays). Slots will be given on a first-come, first-served basis.
The schedule will be posted on STAR a week in advance.

日本語センターの受講システム (STAR) に登録した人だけが申し込めます。
センターのサイトから、 2日前までに申し込んでください(土日祝日を除く)。先着順です。
スケジュールは１週間前にシステム上に公開されます。

http://www.nkc.u-tokyo.ac.jp/course_info/info03_01_check_e.html

Availability 利用可能なセッション数

Each student can take only one session a week.
Choose between [Conversation Practice] and [Questions and Consultation]. 
The next reservation can be made only after the booked session is over.

受講できるのは、「会話練習」「質問・学習相談」あわせて、1週間に1セッションだけです。
予約は、前に予約したセッションが終わったあとに、取るようにしてください。

Contact：International Support Group 本部国際支援課企画チーム（日本語教育センター事務担当）

E-mail: nihongo.adm@gs.mail.u-tokyo.ac.jp

http://www.nkc.u-tokyo.ac.jp/index_e.html

Individual Tutoring Session

日本語個別指導

‘Japanese conversation practice’ or ‘Specific questions and 
consultation about learning Japanese’ for 30 minutes

「日本語の会話練習」または「日本語についての質問・学習相談」(30分)

mailto:nihongo.adm@gs.mail.u-tokyo.ac.jp
http://www.nkc.u-tokyo.ac.jp/index_e.html


 

 

1st period: 
8:30 - 10:15 

8:30 - 9:00 
9:05 - 9:35 
9:40 - 10:10 

… ① 
… ② 
… ③ 

2nd period: 
10:25 - 12:10 

10:30 - 11:00 
11:05 - 11:35 
11:40 - 12:10 

… ④ 
… ⑤ 
… ⑥ 

3rd period: 
13:00 - 14:45 

13:00 - 13:30 
13:35 - 14:05 
14:10 - 14:40 

… ⑦ 
… ⑧ 
… ⑨ 

4th period: 
14:55 - 16:40 

15:00 - 15:30 
15:35 - 16:05 
16:10 - 16:40 

… ⑩ 
… ⑪ 
… ⑫ 

問い合わせ先 / Contact 

本部国際支援課企画チーム（日本語教育センター事務担当） International Support Group 

E-mail：nihongo.adm@gs.mail.u-tokyo.ac.jp 

 
http://www.nkc.u-tokyo.ac.jp/index_j.html 

クラスルーム Classroom 

＊Zoom を使って、一対一でセッションを行います。 

One-on-One lessons via Zoom. 

＊ルームに参加するためのミーティング ID と PW を、メールでお知らせします。 

You will receive an email with your Meeting ID and PW to join the room. 

申込システム Application System 

＊すべてオンラインで受け付けます。センターのウェブサイトから申し込んでください。 

The whole application process can be done online. Please apply through the Center’s website. 

＊日本語センターの受講システム（STAR）に登録した人だけが申し込めます。＊配偶者は、一般コース受講者のみ。 
Only students and foreign researchers of UTokyo who have registered for the Center ’s Online Application System 

(STAR) can apply. ＊Regarding spouses, only those who are taking the General Course this semester can apply. 

＊学生メニューの「個別指導登録」から、「会話練習」または「質問・学習相談」を選択してください。 

Select the type of session (either [Conversation Practice] or [Questions and Consultation]) from the "Individual 

Tutoring Session Registration" in the student menu. 

＊週ごとに予約を受け付けます。スケジュールは、1 週間前に、申請システム上に公開されます。各セッションの予約

は、2日前に締め切ります（土日祝日を除く）。 

Students can reserve slots on a weekly basis. The schedule will be posted on STAR a week in advance. 

Applications will be accepted until 2 days before the scheduled session (excluding weekends and holidays). 

＊予約は、前に予約したセッションが終わったあとに、取るようにしてください。 
The next reservation can be made only after the booked session is over. 

 

指導内容 Contents of Sessions 

「日本語の会話練習」または「日本語についての質問・学習相談」 
‘Japanese conversation practice’ or ‘Specific questions and consultation about learning Japanese’ 

＊「日本語の会話練習」を選んだ場合は、その時間を「質問や相談」のセッションとすることはできませんので、注意してください。 

Please note that if you select "Japanese conversation practice", you will not be able to use the time for "questions 

and consultation." 

授業期間 Course Period 

5 月 8 日 (月) から 7 月 21 日 (金) まで   From Monday, May 8 to Friday, July 21 

日本語個別指導 
 Individual Tutoring Session 

時間割 Timetable 

＊1セッション 30分です。 

1 session takes 30 minutes. 

＊週ごとに選べるのは、1 セッションだけです。 

Each student may take only one session a week. 

For 
留学生 Students 
研究者 Researchers 

mailto:nihongo.adm@gs.mail.u-tokyo.ac.jp
http://www.nkc.u-tokyo.ac.jp/index_j.html
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